
書　　　名 編著者等 出　版　社

新判例体系 公法編

商業・法人登記先例・判例要旨集 法令改正による通達（2） 商業・法人登記研究会 編 新日本法規

世界年鑑 2018 共同通信社 編著 共同通信社

AIの法律と論点 福岡真之介 編著 商事法務

新基礎法学叢書14 法律関係論における権能 佐藤遼 成文堂

法文化論序説 上 池田政章 信山社

責任と法意識の人間科学
唐沢穣 松村良之 奥田太郎 編
著

勁草書房

法学の誕生 近代日本にとって「法」とは何であったか 内田貴 筑摩書房

生命科学と法の近未来 米村滋人 編 信山社

日本立法資料全集 別巻1183 現行刑法對照 改正刑法草案仝説明書・改正草案 刑法評論
辻泰城 矢野猪之八 關内兵吉
編輯

信山社

日本立法資料全集 別巻1184 刑法修正理由 完 南雲庄之助 編 信山社

日本立法資料全集 別巻1186 大審院判決例大審院儉事局決議司法省質疑回答 衆議院議員選擧罰
則 附 選挙訴訟 當選訴訟判決例

司法省刑事局 編纂 信山社

日本立法資料全集 別巻1187 最近選擧事犯判決集 附 衆議院議員選擧法・同法施行令選擧運動ﾉ爲
ﾆｽﾙ文書圖畫ﾆ關ｽﾙ件

日本検察學會 編 信山社

ﾌﾗﾝｽ法 第5版 滝沢正 三省堂

熟議が壊れるとき 民主政と憲法解釈の統治理論 ｷｬｽ・ｻﾝｽﾃｨｰﾝ 那須耕介 訳 勁草書房

目で見る憲法 第5版
初宿正典 大沢秀介 高橋正俊
他編著

有斐閣

岩波ﾃｷｽﾄﾌﾞｯｸｽ 比較憲法 第3版 辻村みよ子 岩波書店

情報処理基礎講座 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の法制度 第9版
電子開発学園ﾒﾃﾞｨｱ教育ｾﾝﾀｰ
教材開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 編著

電子開発学園出版局

情報法入門 第4版 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸの法律 小向太郎 NTT出版

九州大学法学叢書5 行政情報の法理論 村上裕章 有斐閣

弘文堂ｹｰｽﾌﾞｯｸｼﾘｰｽﾞ ｹｰｽﾌﾞｯｸ行政法 第6版
稲葉馨 下井康史 中原茂樹 他
編

弘文堂

行政法 第2版 宇賀克也 有斐閣

ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ行政不服審査法 自治体における審査請求実務の手引き 中村健人 荻野泰三 山下将志 第一法規

逐条解説 住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ法 住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ法制研究会 編 第一法規

逐条解説 公営住宅法 第2次改訂版 公営住宅法令研究会 編 ぎょうせい

建築法規PRO2018 図解建築申請法規ﾏﾆｭｱﾙ 図解建築法規研究会 編 第一法規

外国子会社合算税制ｺﾝﾊﾟｸﾄｶﾞｲﾄﾞ 平成30年版
ﾃﾞｨｰｴﾙｴｲ･ﾊﾟｲﾊﾟｰ東京ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｼｯﾌﾟ外国法共同事業法律事務
所 編著

大蔵財務協会

ｹｰｽ別でわかりやすい 定期借地権･借家権課税の実務 細川総合ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 編著 第一法規

新訂版 所得税 重要項目詳解 小田満 大蔵財務協会

法人税の重要計算 平成30年用 中央経済社 編 中央経済社

平成30年2月改訂版 相続税･贈与税関係 租税特別措置法通達逐条解説 野原誠 編 大蔵財務協会

消費税法基本通達逐条解説 平成30年版 濱田正義 編 大蔵財務協会

税関概説 青木一郎 日本関税協会

要説 地方自治法 第10次改訂版 新地方自治制度の全容 松本英昭 ぎょうせい

自治体政策法務講義 改訂版 礒崎初仁 第一法規

地方自治法基本解説 第7版 川崎政司 法学書院

瀬川信久先生・吉田克己先生古稀記念論文集 社会の変容と民法の課題 下巻
松久三四彦 後藤巻則 金山直
樹 他編

成文堂

法律学講座双書 民法総則 第9版 四宮和夫 能見善久 弘文堂

社会福祉法人会計の実務ｶﾞｲﾄﾞ 第3版 あずさ監査法人 編 中央経済社

NPO法人のすべて 特定非営利活動法人の設立・運営・会計・税務 増補10版 齋藤力夫 田中義幸 編著 税務経理協会

不動産法論点大系 澤野順彦 編 民事法研究会
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香川大学法学会叢書10 表示責任と債権法改正 表示責任論研究序説 藤田寿夫 成文堂

債権法改正とﾛｰﾝ契約 樋口孝夫 きんざい

金融法務対策 新債権法
渡邉雅之 井上真一郎 松崎嵩
大

ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育出版社

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ事件対応の実務 阿部高明 民事法研究会

民間 旧四会 連合協定 ﾏﾝｼｮﾝ修繕工事請負契約約款の解説
民間 旧四会 連合協定工事請
負契約約款委員会 編著

大成出版社

事例に学ぶ損害賠償事件入門 事件対応の思考と実務 損害賠償事件研究会 編 民事法研究会

超高齢社会の家族法と法律実務 無縁 後見 遺言 遺留分
床谷文雄 監 大阪司法書士会
家族法研究会

日本加除出版

婚姻費用・養育費の算定 裁判官の視点にみる算定の実務 松本哲泓 新日本法規

養育費・扶養料・婚姻費用 実務処理ﾏﾆｭｱﾙ 冨永忠祐 編著 新日本法規

相続財産管理人,不在者財産管理人に関する実務,財産管理,相続人の探索,選任の申立て,相続放棄
の対応,権限外行為許可,相続財産の清算,登記,不在者への対応,失踪宣告

正影秀明 日本加除出版

実務裁判例 借地借家契約における各種特約の効力 第2版 伊藤秀城 日本加除出版

不動産登記を見る･読むならこの1冊 第5版 近藤誠 自由国民社

実務者必携 民事信託を活用するための基本と応用
成田一正 監 JPｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ･ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ 編 石脇俊司

大蔵財務協会

新版 市区町村長限りの職権訂正記載例集 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ編 長山康彦 日本加除出版

第5版 ﾏﾝｼｮﾝ登記法 登記･規約･公正証書 五十嵐徹 日本加除出版

ﾏﾝｼｮﾝ法の現場から 区分所有とはどういう権利か 丸山英氣 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

ｱﾒﾘｶ契約法入門 高田寛 文眞堂

企業関係法の新潮流 神戸学院大学法学部開設50周年記念企業法論文集 岡田豊基 吉本健一 編 中央経済社

有斐閣法律学叢書 商法総則･商行為法 第7版 近藤光男 有斐閣

LEGAL QUEST 会社法 第4版
伊藤靖史 大杉謙一 田中亘 他
著

有斐閣

法律学講座双書 会社法 第20版 神田秀樹 弘文堂

会社法 実務問答集 2
大阪株式懇談会 前田雅弘 北
村雅史

商事法務

新株予約権ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第4版 太田洋 山本憲光 柴田寛子 編 商事法務

平成30年版 株主総会のﾎﾟｲﾝﾄ
三井住友信託銀行証券代行ｺﾝ
ｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 編著

財経詳報社

関西学院大学研究叢書 第198編 内部統制と会社役員の法的責任 伊勢田道仁 中央経済社

金融規制とｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽのﾌﾛﾝﾃｨｱ 神田眞人 財経詳報社

判例法理･取締役の監視義務 近藤光男 編 中央経済社

新株主総会実務なるほどQ&A 平成30年版
三菱UFJ信託銀行法人ｺﾝｻﾙﾃｨ
ﾝｸﾞ部 編

中央経済社

新版 会計学入門 第5版 会計･監査の基礎を学ぶ 千代田邦夫 中央経済社

不適切会計対応の実務 予防･発見･事後対応
長島・大野・常松法律事務所 有
限責任あずさ監査法人 KPMG
税理士法人 編

商事法務

財務会計講義 第19版 桜井久勝 中央経済社

会社法決算書の読み方･作り方 第12版 計算書類の分析と記載例 新日本有限責任監査法人 編 中央経済社

ﾀｲの投資･M&A･会社法･会計税務･労務 第2版 久野康成 監 TCG出版

刑法 第4版 木村光江 東京大学出版会

増田豊先生古稀祝賀論文集 市民的自由のための市民的熟議と刑事法
伊東研祐 小島秀夫 中空壽雅
他編

勁草書房

佐伯千仭著作選集 第六巻 上 講義案・裁判記録 1 佐伯千仭 信山社

未遂犯論の諸問題 原口伸夫 成文堂

量刑調査報告集 5
第一東京弁護士会刑事弁護委
員会 編

第一東京弁護士会

法律学講座双書 刑法各論 第7版 西田典之 橋爪隆 補訂 弘文堂

基本刑法 2 各論 第2版 大塚裕史 十河太朗 塩谷毅 他 日本評論社

詐欺罪の保護法益論 足立友子 弘文堂

捜査法演習 第2版 理論と実務の架橋のための15講 佐々木正輝 猪俣尚人 立花書房
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要説 更生保護 第3版 辰野文理 成文堂

先端医療と刑事法の交錯 林弘正 成文堂

実務のための軽犯罪法解説 井阪博 東京法令出版

訴訟と専門知 科学技術時代における裁判の役割とその変容 渡辺千原 日本評論社

木内道祥先生古稀･最高裁判事退官記念論文集 家族と倒産の未来を拓く 松川正毅 編 きんざい

事例に学ぶ 刑事弁護入門 補訂版 弁護方針完結の思考と実務 宮村啓太 民事法研究会

先を見通す捜査弁護術
高木小太郎 後藤晃輔 菱沼秀
樹

第一法規

刑事法廷弁護技術 高野隆 河津博史 編著 日本評論社

期成会実践刑事弁護叢書05 入門・覚せい剤事件の弁護 改訂版
東京弁護士会期成会明るい刑
事弁護研究会 編

現代人文社

外国判決の承認 芳賀雅顯 慶應義塾大学出版会

法学講義 民事訴訟法 小林秀之 編 弘文堂

裁判官の視点 民事裁判と専門訴訟
門口正人 編著 富越和厚 飯村
敏明

商事法務

要件事実の基本問題 橋本昇二 成文堂

法科大学院要件事実教育研究所報第16号 基礎法学と要件事実 伊藤滋夫 日本評論社

要件事実論30講 第4版 村田渉 山野目章夫 編著 弘文堂

倒産法実務大系 今中利昭 編 民事法研究会

概説 倒産法 三上威彦 信山社

倒産処理法入門 第5版 山本和彦 有斐閣

経営者保証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの実務と課題 小林信明 中井康之 編 商事法務

刑事訴訟法講義 第6版 池田修 前田雅英 東京大学出版会

ｹｰｽﾌﾞｯｸ刑事訴訟法 第5版 井上正仁 酒巻匡 大澤裕 他著 有斐閣

GPS捜査とﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護 位置情報取得捜査に対する規制を考える 指宿信 編著 現代人文社

監視型捜査手続の分析 松代剛枝 日本評論社

裁判員裁判と刑法 松澤伸 高橋則夫 橋爪隆 他著 成文堂

独占禁止法 第6版
金井貴嗣 川濱昇 泉水文雄 他
編著

弘文堂

企業価値向上のための実務指針 経済産業省経済産業政策局 編 経済産業調査会

独占禁止法と損害賠償･差止請求 村上政博 監 中央経済社

優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析 第3版 長澤哲也 商事法務

独禁法･景品表示法･下請法 野口文雄 きんざい

企業価値評価の実務Q&A 第4版 ﾌﾟﾙｰﾀｽ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 編 中央経済社

新編 漁業法詳解 増補5訂版 金田禎之 成山堂書店

金融商品取引法 第5版 松尾直彦 商事法務

最新金融商品取引法講義 第4版 松岡啓祐 中央経済社

逐条解説 2017年金融商品取引法改正 齋藤馨 田原泰雅 監 野崎彰 編 商事法務

実務解説 特定商取引法 第2版 上柳敏郎 島薗佐紀 商事法務

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽのための 金融取引ﾙｰﾙﾌﾞｯｸ 第17版 野村修也 監 銀行研修社

支払決済法 第3版 手形小切手から電子ﾏﾈｰまで 小塚荘一郎 森田果 商事法務

ﾍﾞｰｼｯｸ金融実務用語集 改訂版 両部美勝 井下祐忠 堀弘 監 きんざい

信用金庫便覧2017 全国信用金庫協会 編 きんざい

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ経済関連法令集 柳田茂紀 訳 ｴﾇ･ｴﾇ･ｴｰ

知的財産法 小泉直樹 弘文堂

知的財産権訴訟要論 不正競業･商標編 第4版 竹田稔 服部誠 発明推進協会

商品及び役務の区分に基づく 類似商品･役務審査基準 国際分類第11-2018版対応 平成30年1月1日
適用

特許庁 編 発明推進協会
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よくわかる音楽著作権ﾋﾞｼﾞﾈｽ 基礎編 5th Edition 安藤和宏 ﾘｯﾄｰﾐｭｰｼﾞｯｸ

よくわかる音楽著作権ﾋﾞｼﾞﾈｽ 実践編 5th Edition 安藤和宏 ﾘｯﾄｰﾐｭｰｼﾞｯｸ

米国特許手続ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第2版 大坂雅浩 発明推進協会

船舶安全法の解説 法と船舶検査の制度 5訂版 有馬光孝 編著 成山堂書店

1972年国際海上衝突予防規則の解説 第7版
A.N.COCKCROFT
J.N.F.LAMEIJER 松井孝之 訳

成山堂書店

図解 海上衝突予防法 9訂版 海上保安庁交通部安全課 監 成山堂書店

図解 港則法 改訂版 国枝佳明 竹本孝弘 成山堂書店

航空法 国際法と航空法令の解説 改訂版 池内宏 成山堂書店

現代産業選書 改訂2版 ｷｬﾝﾊﾟｽﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 飛翔法律事務所 編著 経済産業調査会

労働法 第2版 川口美貴 信山社

労働経済学 理論と実証をつなぐ 川口大司 有斐閣

ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ国際労働比較 2018年版 労働政策研究・研修機構 編 労働政策研究･研修機構

よくわかる未払い残業代請求のｷﾎﾝ 友弘克幸 労働調査会

改訂版 労働事件 使用者のための 反論 ﾏﾆｭｱﾙ Martial Arts 編著 日本法令

労災保険適用事業細目の解説 平成30年版 労働新聞社 編 労働新聞社

労働保険事務組合の実務 平成30年版 労働新聞社 編 労働新聞社

労働保険の手引 平成30年度版 労働新聞社 編 労働新聞社

ﾄﾞｲﾂ労働法の変容 名古道功 日本評論社

有斐閣ｱﾙﾏ はじめての社会保障 第15版 福祉を学ぶ人へ 椋野美智子 田中耕太郎 有斐閣

利用者･家族･ｽﾀｯﾌ別にﾎﾟｲﾝﾄ解説 裁判例から学ぶ介護事故対応 外岡潤 第一法規

全訂 Q&A 児童虐待防止ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 児童虐待問題研究会 編著 ぎょうせい

医師民事責任の構造と立証責任 平野哲郎 日本評論社

医療法実務必携 条文別に医療法人関係法令を整理 鈴木克己 税務経理協会

毒物及び劇物取締法解説 第41版 基礎化学概説 毒劇物安全性研究会 編 薬務公報社

薬事ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2018 薬事行政･業界の最新動向と展望 じほう じほう

新訂 早わかり食品衛生法 第6版 食品衛生法逐条解説 日本食品衛生協会 日本食品衛生協会

ﾗﾑｻｰﾙ条約の国内実施と地域政策 地域連携･協働による条約義務の実質化
中央学院大学社会ｼｽﾃﾑ研究所
編 佐藤寛 林健一

成文堂

ISO環境法ｸｲｯｸｶﾞｲﾄﾞ2018 ISO環境法研究会 編 第一法規

法律家のための障害年金実務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
日弁連高齢者・障害者権利支
援ｾﾝﾀｰ 編

民事法研究会

文部科学省若手職員が学校管理職の疑問に答える 改訂版 現代的学校ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの法的論点 厳選10
講

高橋洋平 栗山和大 第一法規

Q&A ｽﾎﾟｰﾂの法律問題 第4版 ｽﾎﾟｰﾂ問題研究会 編 民事法研究会

内田久司先生追悼 変転する国際社会と国際法の機能 柳原正治 編 信山社

宇宙ﾋﾞｼﾞﾈｽのための宇宙法入門 第2版 小塚荘一郎 佐藤雅彦 編著 有斐閣

ｻｲﾊﾞｰ攻撃の国際法 ﾀﾘﾝ･ﾏﾆｭｱﾙ2.0の解説 中谷和弘 河野桂子 黒崎将広 信山社

理論とｹｰｽで学ぶ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ 第4版 江夏健一 桑名義晴 編著 同文舘出版

現代国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ法 浜辺陽一郎 日本加除出版

要件事実国際売買法 大江忠 第一法規

事例で解く 国際取引訴訟 第2版 国際取引法･国際私法･国際民事訴訟法への総合ｱﾌﾟﾛｰﾁ 大塚章男 日本評論社

現代国際刑事法 国内刑事法との協働を中心として 城祐一郎 成文堂

英和対訳 2010年STCW条約 ﾏﾆﾗ改正 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関す
る国際条約の改正 正訳

国土交通省海事局 監 成山堂書店

ﾍﾞｰｼｯｸ条約集 2018年版
薬師寺公夫 坂元茂樹 浅田正
彦 編

東信堂

国際条約集 2018年版 岩沢雄司 編 有斐閣

ﾄﾞｲﾂ連邦共和国基本法 全訳と第62回改正までの全経過 初宿正典 訳 信山社
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危険物六法 平成30年新版 危険物法令研究会 編 東京法令出版

会計監査六法 平成30年版
日本公認会計士協会 企業会計
基準委員会 編

日本公認会計士協会出
版局

2017 経済産業六法 経済産業省 編 東洋法規出版

消費者六法 2018年版 判例・約款付
甲斐道太郎 松本恒雄 木村達
也 編

民事法研究会

金融六法 平成30年版 1
学陽書房編集部金融法規研究
会 編

学陽書房

金融六法 平成30年版 2
学陽書房編集部金融法規研究
会 編

学陽書房

金融会計監査六法 平成30年版
日本公認会計士協会 企業会計
基準委員会 編

日本公認会計士協会出
版局

判例付き 知的財産権六法2018 平成30年版 角田政芳 編 三省堂

平成29年改正 知的財産権法文集 平成30年4月1日施行版 発明推進協会 編 発明推進協会

国際船舶・港湾保安法及び関係法令 付:SOLAS条約附属書第11章の2及びISPSコード
国土交通省大臣官房危機管
理・運輸安全政策審議官 監

成山堂書店

最新 船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令
国土交通省海事局海技・振興
課 監

成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ1 海運六法 平成30年版 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 平成30年版 上巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 平成30年版 下巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 平成30年版 上巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 平成30年版 下巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ4 海上保安六法 平成30年版 海上保安庁 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ5 港湾六法 平成30年版 国土交通省港湾局 監 成山堂書店

労働関係法規集 2018年版 労働政策研究・研修機構 編 労働政策研究･研修機構

最新 船員法及び関係法令
国土交通省海事局船員政策課
監

成山堂書店

労働保険徴収関係法令集 平成30年版 労働法令協会 編 労働法令

労災保険関係法令集 平成30年版 労働新聞社 編 労働新聞社

毒物及び劇物取締法令集 平成30年版 毒物劇物関係法令研究会 監 薬務公報社

環境六法 平成30年版 1 中央法規出版 中央法規出版

環境六法 平成30年版 2 中央法規出版 中央法規出版

最新 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及び関係法令
国土交通省総合政策局海洋政
策課 監

成山堂書店

解説教育六法2018 平成30年版 解説教育六法編修委員会 編 三省堂

最新重要判例200 労働法 第5版 大内伸哉 弘文堂

判例トレーニング憲法 棟居快行 工藤達朗 小山剛 編 信山社

最新 憲法資料集 年表・史料・判例解説 辻村みよ子 信山社

憲法判例 第8版 戸松秀典 初宿正典 編著 有斐閣

平成28年 行政関係判例解説 行政判例研究会 編 ぎょうせい

新･判例ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ債権法 1
潮見佳男 山野目章夫 山本敬
三 編著

日本評論社

判例INDEX 侵害態様別に見る 名誉毀損･ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害300判例の慰謝料算定
第一法規「判例体系」編集部 編
伊藤進 編集協力

第一法規

判例先例 親族法 後見 中山直子 日本加除出版

判例刑法総論 第7版 西田典之 山口厚 佐伯仁志 他 有斐閣

判例刑法各論 第7版 西田典之 山口厚 佐伯仁志 他 有斐閣

刑事訴訟法基本判例解説 第2版 椎橋隆幸 柳川重規 編 信山社

三訂版 地方公務員災害補償法逐条解説
地方公務員災害補償制度研究
会 編

ぎょうせい

外国法入門双書 ｱﾒﾘｶ憲法入門 第8版 松井茂記 有斐閣

ｱﾒﾘｶ連邦議会の憲法解釈 権限行使の限界と司法審査 土屋孝次 有信堂高文社

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ民法ｺｱ･ﾃｷｽﾄ5 ｺｱ･ﾃｷｽﾄ民法5 契約法 第2版 平野裕之 新世社

民法講義 1 民法総則 第7版 近江幸治 成文堂
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第5版 我妻・有泉ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ民法 総則・物権・債権 我妻栄 有泉亨 清水誠 日本評論社

加藤雅信先生古稀記念 21世紀民事法学の挑戦 上巻 加藤新太郎 太田勝造 信山社

加藤雅信先生古稀記念 21世紀民事法学の挑戦 下巻 加藤新太郎 大田勝造 信山社

草野芳郎先生古稀記念 和解は未来を創る 豊田愛祥 大田勝造 信山社

大塚龍児先生古稀記念 民商法の課題と展望
大塚龍児先生古稀記念論文集
刊行委員会 編

信山社

瀬川信久先生・吉田克己先生古稀記念論文集 社会の変容と民法の課題 上巻
松久三四彦 後藤巻則 金山直
樹

成文堂

総合内科 BASIC 1 呼吸器 循環器 腎臓 内分泌 代謝 神経
ﾏｯｸ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｱｶﾃﾞﾐｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ

ﾏｯｸ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｱｶﾃﾞﾐｰ･ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

総合内科 BASIC 2 肝 胆 膵 消化管 血液 免疫 膠原病 感染症
ﾏｯｸ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｱｶﾃﾞﾐｰ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ
ﾝ

ﾏｯｸ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｱｶﾃﾞﾐｰ･ｺｰ
ﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

発注者のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと監査 ｼｽﾃﾑ開発ﾄﾗﾌﾞﾙ未然防止の神髄に迫る
日本ｼｽﾃﾑ監査人協会 監 ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのｼｽﾃﾑ監査研究
会 編著

同文舘出版

改訂版 公用文 用字用語の要点 廣瀬菊雄 新日本法規

必携 実務家のための法律相談ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
第一東京弁護士会全期旬和会
編

新日本法規

法の番人として生きる 大森政輔 元内閣法制局長官回顧録 牧原出 編 岩波書店

日本評論社創業100年記念出版 末弘嚴太郎 法律時觀・時評・法律時評集 上 法律時報創刊から太
平洋戦争前夜 1929-1941

日本評論社 編 日本評論社

日本評論社創業100年記念出版 末弘嚴太郎 法律時觀・時評・法律時評集 下 戦中・終戦から講和条
約 1942-1951

日本評論社 編 日本評論社

現代法哲学講義 第2版 井上達夫 編 信山社

法と国制の比較史 西欧･東ｱｼﾞｱ･日本
水林彪 青木人志 松園潤一朗
編

日本評論社

概説 日本法制史
出口雄一 神野潔 十川陽一 ほ
か 編著

弘文堂

外国法入門双書 ﾄﾞｲﾂ法入門 改訂第9版
村上淳一 守矢健一 Hans-
Peter Marutschke

有斐閣

司法権の国際化と憲法解釈「参照」を支える理論とその限界 手塚崇聡 法律文化社

国家と社会の基本法 第4版 上野幸彦 古屋等 成文堂

講義･憲法学
永田秀樹 倉持孝司 長岡徹 ほ
か

法律文化社

「国家と法」の主要問題
辻村みよ子 長谷部恭男 石川健
治 ほか 編

日本評論社

憲法 第6版 辻村みよ子 日本評論社

新法学ﾗｲﾌﾞﾗﾘ2 憲法 第7版 長谷部恭男 新世社

法学教室ﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ 事例問題から考える憲法 松本和彦 有斐閣

総点検 日本国憲法の70年 宍戸常寿 林知更 編 岩波書店

憲法改正論の焦点 平和・人権・家族を考える 辻村みよ子 法律文化社

有斐閣ｱﾙﾏ はじめての行政法 第4版
石川敏行 藤原静雄 大貫裕之
ほか

有斐閣

行政書士法ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ 新9版 兼子仁 北樹出版

よくわかる河川法 第3次改訂版 河川法令研究会 編著 ぎょうせい

財政と金融の法的構造 中里実 有斐閣

2018年版 詳解 国際税務
遠藤克博 多田雄司 幕内浩 ほ
か

清文社

国際税務ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞのすべて
ｼﾞｪﾌﾘｰ,ｶﾃﾞｯﾄ Post Merger
Integration研究会 訳

きんざい

有斐閣選書 よくわかる税法入門 第12版 三木義一 編著 有斐閣

試験研究費の法人税務 7訂版 成松洋一 大蔵財務協会

交際費課税のﾎﾟｲﾝﾄと重要事例Q&A 第5版 西巻茂 税務研究会

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ法人税法 渡辺徹也 弘文堂

租税理論研究叢書27 消費課税の国際比較 日本租税理論学会 編 財経詳報社

地方自治法講義 第4版 猪野積 第一法規

違憲審査基準 ｱﾒﾘｶ憲法判例の現在 山本龍彦 大林啓吾 編 弘文堂

民法への招待 第5版 池田真朗 税務経理協会

信山社ﾌﾞｯｸｽ「新民法典」の成立 その新たな解釈論 石崎泰雄 信山社
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有斐閣Sｼﾘｰｽﾞ 民法3 債権総論 第4版 野村豊弘 栗田哲男 池田真朗 有斐閣

日本立法資料全集 別巻 1188 民法問答全集 完 明治25年再版 松本慶次郞 村瀬甲子吉 信山社

新民法基本講義 民法総則 藤村和夫 信山社

有斐閣ﾌﾞｯｸｽ 民法入門・総則 ｴｯｾﾝｼｬﾙ民法1 第5版
永田眞三郎 松本恒雄 松岡久
和 有斐閣

民法の基礎1 総則 第4版 佐久間毅 有斐閣

有斐閣ｱﾙﾏ 民法2 物権 第3版
千葉恵美子 藤原正則 七戸克
彦 有斐閣

債権法 債権総論・契約 中舎寛樹 日本評論社

業務場面でつかむ 民法改正で企業実務はこう変わる
難波孝一 監 小田大輔 山崎良
太 ほか 編著 第一法規

新ﾌﾟﾘﾒｰﾙ民法4 債権各論
青野博之 谷本圭子 久保宏之
ほか 法律文化社

新民法基本講義 契約法 藤村和夫 信山社

改訂版 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ契約の実務と書式 神田孝 三協法規出版
《詳解》［民法］債権法 改正による不動産実務の完全対策 79の【Q&A】と190の【ﾎﾟｲﾝﾄ】で不動産取引
の法律実務を徹底解説 柴田龍太郎 編著 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

民法改正と賃貸借契約 賃貸管理業者への影響 100年振りの改正 升田純 大成出版社

債権法改正対応 不動産賃貸借契約の実務Q&A ｼﾃｨﾕｰﾜ法律事務所 編 商事法務

不法行為法 民法を学ぶ 第2版 窪田充見 有斐閣

Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 離婚相談の初動対応から裁判手続まで 小島妙子 民事法研究会

Q&A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務
野々山哲郎 仲 隆 浦岡由美子
編 新日本法規

遺留分の法律と実務 第二次改訂版 相続・遺言における遺留分減殺の機能 埼玉弁護士会 編 ぎょうせい
戸籍の窓口6 死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・推定相続人廃除・氏名の変更・就籍 ﾌﾛｰﾁｬｰﾄでわか
る届書の審査 山下敦子 日本加除出版

改正割賦販売法でｶｰﾄﾞ決済はこう変わる 瀬田陽介 井原亮二 日経BP社

ﾏﾝｼｮﾝ管理組合の総会運営の実務 民泊ｻｰﾋﾞｽなど最新の課題に対応するために 渡辺晋 大成出版社

保険法概説 第2版 潘阿憲 中央経済社

図説 損害保険ﾋﾞｼﾞﾈｽ 第3版
ﾄﾑｿﾝﾈｯﾄ 編 鈴木治 岩本堯 ほ
か きんざい

会社法 第2版
高橋美加 笠原武朗 久保大作
ほか 弘文堂

IFRS国際会計基準の基礎 第5版 平松一夫 監 中央経済社

有斐閣ｱﾙﾏ 財務会計・入門 第12版 企業活動を描き出す会計情報とその活用法 桜井久勝 須田一幸 有斐閣

改訂 会社非訟申立ての実務＋申立書式集
池田浩一郎 田伏岳人 西谷昌
樹 ほか 日本加除出版

株主代表訴訟の終了制度 顧丹丹 成文堂

ﾐｬﾝﾏｰ新投資法・改正会社法 最新実務を踏まえて
西村あさひ法律事務所 湯川雄
介 原田充浩 ほか 編著 有斐閣

刑法総論 第5版 大谷實 成文堂

量刑調査報告集 量刑不当破棄編2
第一東京弁護士会 刑事弁護委
員会 編 第一東京弁護士会

刑法各論 第5版 大谷實 成文堂

刑事政策 第7版 岩井宜子 尚学社

日中刑法総論・各論の先端課題 日中刑事法ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ報告書 甲斐克則 編 成文堂

企業犯罪と刑事ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 「企業刑法」構築に向けて 甲斐克則 成文堂

「検証･司法制度改革 1,2」その後 自分史的記述を兼ねて 萩原金美 中央大学出版部

国選弁護活動の手引き 公判前整理手続編
第一東京弁護士会 刑事弁護委
員会 編 第一東京弁護士会

ﾍﾞｰｼｯｸｽﾀﾃﾞｨ民事訴訟法 越山和広 法律文化社

有斐閣ｱﾙﾏ 民事訴訟法 第3版
山本弘 長谷部由起子 松下淳
一 有斐閣

裁判実務ｼﾘｰｽﾞ1 労働関係訴訟の実務 第2版 白石哲 編著 商事法務

簡裁民事ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ4 民事保全編 近藤基 民事法研究会

判例講座 刑事訴訟法 公訴提起・公判・裁判篇 川出敏裕 立花書房

目で見る刑事訴訟法教材 第3版
田口守一 佐藤博史 白取祐司
編著 有斐閣
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ﾎﾟﾋﾟｭﾘｽﾞﾑと司法の役割 裁判員制度にみる司法の変質 斎藤文男 花伝社

基本講義 消費者法 第3版 中田邦博 鹿野菜穂子 編 日本評論社

実践ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ要覧 理論と事例 MS&ADｲﾝﾀｰﾘｽｸ総研 編著 経済法令研究会

企業法入門 第5版 龍田節 杉浦市郎 日本評論社

金融商品取引法の基礎
川村正幸 品谷篤哉 山田剛志
ほか 中央経済社

日経文庫 金融商品取引法入門 第7版 黒沼悦郎 日本経済新聞出版社

外国為替・国際金融入門 第2版 川本明人 中央経済社

銀行法精義 小山嘉昭 きんざい

ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝをめぐる実務・政策と法 久保田隆 編 中央経済社

LEGAL QUEST 知的財産法
愛知靖之 前田 健 金子敏哉 ほ
か 有斐閣

知的財産法入門 第２版 茶園成樹 編 有斐閣

未来へつなぐ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾘｰｽﾞ 12 ﾒﾃﾞｨｱとICTの知的財産権 第2版 菅野政孝 大谷卓史 山本順一 共立出版

国際知的財産法入門 木棚照一 日本評論社

ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙの法律相談Q&A 第2版
神奈川県弁護士会IT法研究会
編 法学書院

最低賃金決定要覧 平成30年度版 労働調査会出版局 編 労働調査会

新 労災保険実務問答 労働調査会出版局 編 労働調査会

これならわかる ｽｯｷﾘ図解 障害者総合支援法 第2版
二本柳覚 編著 鈴木裕介 遠山
真世 翔泳社

民泊のすべて 旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の制度と合法化実務
日本橋くるみ行政書士事務所
石井くるみ 編著 大成出版社

新・よくわかるISO環境法 改訂第13版 ISO14001と環境関連法規 鈴木敏央 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社
Q&A 保育所･幼稚園のための法律相談所 現場からの56の相談に,顧問弁護士がわかりやすく答えま
した 岩月泰頼 菅原清暁 編著 日本加除出版

澤田壽夫先生追悼 国際取引の現代的課題と法
柏木昇 杉浦保友 森下哲朗 ほ
か 編 信山社

ﾚｸﾁｬｰ国際取引法 第2版 松岡博 編 法律文化社

窓口業務のすすめ Q&A外国人住民基本台帳事務 市町村自治研究会 編著 日本加除出版

新版 歯科矯正学辞典 亀田晃 監・編 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

注釈 公用文用字用語辞典 第8版 川崎政司 編 新日本法規

国税通則・徴収法規集 平成30年4月20日現在
日本税理士会連合会 中央経済
社 編 中央経済社

平成30年版 交通小六法1 交通関係法令研究会 編 大成出版社

平成30年版 交通小六法2 交通関係法令研究会 編 大成出版社

院内感染 法令・通知集 病院必携 千葉感染制御研究所 編 丸善ﾌﾟﾗﾈｯﾄ

水道法関係法令集 平成30年4月版 水道法令研究会 監 中央法規出版

経営側弁護士による 精選 労働判例集 第8集
石井妙子 岩本充史 牛嶋勉 ほ
か 労働新聞社

新・判例ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 憲法 第2版 高橋和之 編 日本評論社

民事判例16 2017年後期 現代民事判例研究会 編 日本評論社

新･判例ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 債権法2
潮見佳男 山野目章夫 山本敬
三 ほか 編著 日本評論社

官報 平成30年5月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年5月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年5月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年6月号 国立印刷局 編 国立印刷局
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